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社協会員会費の募集は町会・自治会の
ボランティアの方々に
ご協力いただいています。
社協会員会費は、寄付金控除の対象になります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

　地域のつながりが希薄化し、虐待や孤立死、格差の拡大など社
会的な課題が増加している中、社協はみなさまの協力と参加を得
て、行政では行き届きにくい分野の地域福祉活動をすすめていま
す。しかし、その財源については、行政からの補助金や寄付金・共
同募金の配分金だけでは十分な活動が行えない状況です。

令和4年7月2日（土）13：00～16：00
社会福祉センター2階  小会議室

行政書士 りんくう法務事務所

行政書士による個別・無料相談会

コロナで食事にお困りの方

☎072-429-9618

・ご自宅までお届けします
・高齢者向けの配食です
・土、日、祝日も配達しています

１食からご注文可能！初回無料試食あり

普通食４８６円（税込）、ごはん付き５４０円（税込）

まごころ弁当
泉佐野貝塚店

お気軽にご利用ください！

（受付平日10時～17時）
（泉佐野市新町1丁目4-8）

ご来所による相談は、随時受付しております。（要予約）

要予約

就労継続支援B型事業所

ほっとハート

☎072-429-9619

障がいをお持ちの方、
一緒に働いてみませんか？？
ご自宅へ
送迎可

工賃月額
約３万円

マイペース
簡単作業

見学・体験
受付中！

（株）ブレイブハート
泉佐野市長滝1255-1

善意銀行寄託 令和４年４月～令和4年５月末受付分

善意銀行は、みなさまの善意を寄託（寄付）として受け、福祉活
動の発展に寄与するべく運用することを目的としています。

人生道場

泉佐野市ディスコン協会

泉佐野市ディスコン協会

200,000円

11,802円

ディスコン用具一式

善 意 銀 行

おもちゃ修理・おもちゃ工作、手話体験、
食育体験 (フェルトのお弁当箱詰め )
こころのバリアフリーについてのお話、
もの作り体験、ピアノ演奏体験など

災害ボランティアブース
福祉事業所販売ブース
（野菜・手作り雑貨、クッキー・ケーキ・さを
り織り、胡蝶蘭、ブリザーブドフラワー作品等 )

室内ブースに来場される場合は、優先予
約（定員40名）の受付を行っています。当
日予約なしの場合、定員数を超えた際は入
場できない可能性があります。優先予約を
希望される方は7月7日(木)までにボランテ
ィアセンターへお問い合わせください。

▶当日、7時の時点で大雨・暴風警報が発令された場合は開催(オンライン開催
を含む)を中止します。▶緊急事態宣言が発令された場合は、会場での開催は中
止となり、オンライン開催のみとなります。▶やむを得ず中止となる場合は社協
公式ホームページにてお知らせいたします。

フェスティバルフェスティバル

第9回

ボランティアボランティア今年は
体験型

楽しくボランティアに
ふれてみませんか？

2022年

市立社会福祉センター市立社会福祉センター

710 10：00
 ～12：00
10：00
 ～12：00

（ボランティアグループの活動紹介や展示）

（物販、活動紹介（体験あり）や展示）

日
入場は予約優先

出入自由

※1

会場内ではオンライン配信を行いますので、
映る可能性があります。予めご了承ください。

⬅詳しくはこち
らを読み取る
か、HPからご
確認ください！

⬅詳しくはこち
らを読み取る
か、HPからご
確認ください！

スタンプを集めると素敵
な

プレゼントがあります！(
なくなり次第終了）

※1

オンラインで
ブースの様子を
配信します！

オンラインで
ブースの様子を
配信します！

泉佐野市中庄１１０２

50％は町会に還付
支部福祉委員会（町会単位）や町会が行う
地域の福祉活動に使われます。
●要援護者に対する月1回以上の見守り
　訪問活動
●閉じこもり予防や孤立防止、介護予防等
　を目的としたふれあいいきいきサロンや
　コミュニティカフェ　など

40％は地区福祉委員会に対して助成。
概ね小学校区単位の福祉活動等に使われています。
●世代間交流会（小学生と高齢者）
●高齢者交流会・子育てサロン
●研修会や講座の開催・啓発　など

10％は制度の狭間の課題解決など
社協独自の福祉事業にあてられます。
●障がい児者ふれあい交流会
●社協ふれあいクリスマス会
●福祉車両の貸出　●ボランティア活動推進　など

スタンプラリー開催！スタンプラリー開催！

※事前申し込みが必要です。

墓 石

住所：大阪府泉佐野市市場西1丁目12-1

TEL：072-462-1308
FAX：072-464-5275

URL http://www.ishitsunesekizai.co.jp
Mail  t-takeda@ishitsunesekizai.co.jp

（株）石常石材店

善意のご厚志、ありがとうございました。

問合せ
社会福祉法人
泉佐野市社会福祉協議会　ボランティアセンター　
　TEL 072-464-2259　FAX 072-462-5400

https://izumisanoshakyo.or.jp

あなたの会費（寄付）が を支えます。まちの安心まちの安心
令和4年度  社協会員会費募集にご協力をお願いします

→→ →地 域 住 民

町会・自治会

➡

泉佐野市社会福祉協議会

地域の
支えあいの
ために
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日時/令和4年8月31日（水）　午後2時～4時
場所/泉佐野市立社会福祉センター２階　大会議室

内容/①講演：宮西照夫氏
　　　　　　（和歌山大学名誉教授・
　　　　　　　NPO法人ヴィダ・リブレ理事長）
　　 ②当事者による体験談

参加費
無料

配布日時：  7月9日（土）午前10時～11時
配布場所：シャッピーハウス
                 （泉佐野市大西1丁目16-5）

相談無料 秘密厳守

こんな方におススメ

介護支援サポーター養成講座　参加者募集！いつまでも
元気にいきいきと！

講座申込・お問い合わせは
お気軽に！

緊急食料支援、
物資配布あります。

基幹包括支援センターいずみさの
TEL：０７２－４６4－2977

日　　時：令和4年7月26日(火) 13：30～15：00
場　　所：泉佐野市社会福祉センター２階大会議室
対　　象：泉佐野市在住の６５歳以上の方
（要支援・要介護認定を受けていない方、事業対象者に該当されない方）
内　　容：「介護支援サポーターの活動」
「認知症を理解して、ボランティア活動をしてみよう！」
「先輩サポーターさんの体験談」
受講された方は、希望により介護支援サポーターの登録を
して、活動することができます。

※新型コロナ感染症の状況により、講座が中止となる可能性があります。

養
成
講
座

いつまでも若 し々く暮らしたい
少しお手伝いして、地域に役立つ
活動がしたい
やりがい・生きがいをみつけたい

　新型コロナウイルス感染拡大の状況は長期化し、新型コロナウイルス特例貸付の申請受付期間の延長をはじめ、本

会の各事業への影響も継続しました。感染状況に合わせ、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が発出・施行され、

その都度予定していた会議、事業は中止・延期を余儀なくされたものもありますが、できる限り感染対策を講じて実

施できるよう工夫しました。

　基幹包括支援センターいずみさの、包括支援センターしんいけにおいて把握した生活課題・地域課題に対して、

NPO 法人泉佐野地球交流協会・一般財団法人泉佐野電力との共催による外国人への食糧支援事業、介護予防事業

の一環としてスタートした「さのトレ体操」、認知症施策推進事業においては高齢者対象のタブレット教室、生きづら

さを感じている人を対象とした「縁起プロジェクト」等新たな事業に取り組みました。

　地域活動支援については、各地区担当職員の配置により、感染症対策や代替プログラム、ICT ツールの導入の工夫

について地域の状況に合わせ情報提供や研修・連絡会を開催し、地区福祉委員会等住民主体の支えあい活動推進の

支援に取り組みました。

　ボランティアセンター事業については、ボランティアフェスティバルは公式 YouTube チャンネルにおいてボランティ

ア活動の PR 動画の配信での実施に変更、チャリティバザー及びふれあいクリスマス会は感染対策を行った上でプログ

ラムを工夫して開催しました。　　　　

　その他、具体的な各事業の報告は次のとおりです。

令和3年度　泉佐野市社会福祉協議会 事業報告

◉小地域ネットワーク活動の推進（14地区合計）
◆個別訪問活動　…対象世帯：2,236世帯
　延訪問回数39,429回/延訪問人数69,322人
◆グループ支援活動…延実施回数1,554回
　参加者内訳：対象者21,868名/関係者6,337名
◉地区福祉委員会連絡会の開催
◉子育てサロン実施地区連絡会・研修会の開催
◉小地域ネットワーク活動報告集会の開催
◉小地域を支えるボランティア講座の開催
◉学校における福祉教育への協力…３校
◉地域の暮らしを話す会…１４地区
　　　　　　　　　　　（書面開催含む）
◉地域福祉活動計画推進委員会の開催…１回

◉理事会・評議員会の開催
◉法人寄付の受付

法人運営関係

◉自主防災会組織等への活動支援・出席等
　防災関係相談支援：延45件
　訓練・会議等出席状況：延6件
◉災害に強い街づくり研修会の開催
　災害ボランティア事前登録の実施

◉オンラインサロン（子育てサロン）の開催
◉リモート健康エクササイズ

災害につよい街づくり事業の実施

◉ボランティア活動のコーディネート
◉ボランティアセンター運営委員会の開催
◉ボランティアアドバイザー連絡会の開催
◉登録ボランティアグループへの支援
　（11グループ）　連絡会の開催…1回
◉ボランティア活動説明会の開催　…1回
◉居場所と交流機会の提供
　◆シャッピーハウスの運営
　◆掘り出し市の開催
　◆シャッピーのなぞときハウスの開催
◉第42回社協チャリティバザーの開催
◉第43回社協ふれあいクリスマス会の開催
◉善意銀行の寄託・払い出し

ボランティアセンター事業の推進

地域福祉事業の推進

◉コミュニティカフェ実施主体連絡会の開催
◉生活援助サービス従事者研修の実施

生活支援体制整備事業の推進

◉地域活動でも実践できるICT講座の開催
◉インスタライブの配信

大阪府福祉基金　地域福祉振興助成金の活用

泉佐野電力の地域貢献活動として、泉佐野市
内で暮らしている外国人を対象に、地元産の
旬の野菜やお米等を無償配布させていただき
ます。

新型コロナウイルス感染で、お金や食べ物がない、借りたお
金について、在留資格はどうなるのか等、色々な不安を抱えて
いる外国人の方の相談会です。

日時：令和4年7月23日（土）
　　  午後1時から4時（予約優先）※Zoomは要予約
場所：泉佐野市立社会福祉センター（泉佐野市中庄1102番地）
通訳：英語・中国語・ポルトガル語・ネパール語・フィリピン語

問合せ先：基幹包括支援センターいずみさの
             ☎072-464-2977

問合せ先
基幹包括支援センターいずみさの
             ☎072-464-2977

共催 ： 一般財団法人　泉佐野電力
　　　  特定非営利活動法人泉佐野地球交流協会
　　　  社会福祉法人　泉佐野市社会福祉協議会
協力 ： きたなかマルシェ実行委員会

泉佐野市内に居住する
外国人に対する食料配布を

実施します！！

コロナ禍の外国人のための
無料相談会

ひきこもりからの回復～本人や家族、関わる人のために～ひきこもり講演会

住み慣れた地域で、いつまでも元気に輝きながら暮らすことができるように、自らの健康づくりを行いながら、
地域社会で活動してみませんか？講座を受講された方は、「介護支援サポーター」として、市内の介護施設等で
お話や趣味の相手、レクリエーション・行事等のお手伝いの活動を行います。この活動には１回１00ポイント
が付与されます。1年で、最大5,000ポイントの「さのぽポイント」が受けとれます。
まずは気軽に講座に参加してみませんか？

申込/8/8（月）～8/26（金）までに電
話もしくはＦＡＸでお申込みください。
定員/60名（先着順）



（ 6 ） 泉佐野市社協だより （ 3 ）泉佐野市社協だより

公的サービスで対応できないちょっとした困りごとを抱
える利用会員さんに対し、協力会員さんが「おたがい
さま」の気持ちでお手伝いする有償ボランティア活動
です。高齢の方、体の不自由な方、母子・父子家庭、
産前産後の方など、日常生活を送るうえでときどき「困っ
たなぁ、大変だなぁ」と思う時があります。そんな「少
し手を貸してもらえたらなぁ。。。」という気持ちになっ
たときに登録をしていただき、協力会員さんにお手伝い
をしてもらいます。

【日　時】　8月21日（日）　※雨天決行
　　　午前10時～午後12時
【場　所】　大木小学校　駐車場
【対　象】　市内在住の小学生と保護者
【定　員】　30組（先着順）
【参加費】　１家族500円（保険料含む）
【持ち物】　軍手・タオル
【主　催】　大土地区福祉委員会
【申　込】
　8月5日（金）までに
　泉佐野市社会福祉協議会
　072-464-2259へ

【日　時】毎月第2木曜日　
　　　　　　13：00～ 15：00
【場　所】南泉ヶ丘町会館
【対　象】南泉ヶ丘在住の方

みんなの
地域福祉活動計画

「地域福祉活動計画」は、地域における民間福祉活動の
取り組みの方向性をまとめた計画です。

住み慣れた地域でその人らしい暮らしを続けることができる地域
をめざし、既存のサービスや施策での対応が困難な生活上の困
りごとに対応できる新たな活動の開発や、多様な活動主体が支
え合い活動に参画できるように取り組みます。

「あなたは生き残れるか！～災害発生からの72 時間～」
日　時：令和 4 年 7月31日 (日 )【入場無料】
　　　　午前の部 9：00受付開始／10：00～12：00
　　　　午後の部13：00受付開始／14：00～16：00
場　所：りんくう公園第 2 駐車場
対　象：泉佐野、熊取町、田尻町在住の小学生及び
　　　　その家族
内　容：防災に関する体験・展示ブース及び特殊車両
　　　　（一部事前予約必須）

日　時：令和 4 年 8月 6日（土）10：00 ～11：30
　　　   受付：9：30 ～
対　象：泉佐野市在住の親子（3～12 歳）
講　師：特定非営利活動法人おやとこらいぶねっと
内　容：ゲームを通して非常持ち出し袋や災害備蓄品に
ついて考えるワークショップです。災害の時に役立つ道
具を見たり、また実際に作ってみましょう。

第3次計画（令和3年度～８年度）

具体的取り組み例「おたがいさまの会」

基本目標 2▶ つながり支え合う地域をつくろう

住民同士の支え合い活動の推進行動1

やっぱりええやん♪

        地域のつなが
り♪やっぱりええやん♪

        地域のつなが
り♪

第17回親子ふれあい木工交流会

いきいきサロン「おいでやす」

大土地区
佐野台地区南泉ヶ丘支部福祉委員会 ◉心配ごと相談所の開設　

　開設延日数46日/相談件数　7件
◉相談員連絡会議の開催…3回

総合相談事業

◉新池中学校区CSW活動実績…延49件

コミュニティソーシャルワーカー推進事業

◉高齢者の総合相談……
　基幹包括：延1,842件　しんいけ：延1,371件
◉介護支援専門員に対する支援……
　基幹包括：延650件　しんいけ：延422件
◉事業者向け研修会　………3回
◉介護予防マネジメント
　介護予防サービス計画作成数　1,518件
　介護予防ケアマネジメント作成数963件
◉出張講座……4回実施/延76名
　介護予防教室の開催……2回
　健康体操を用いた通いの場づくり
　……モデル実施２団体（開催支援延14回）
　……一般介護予防事業モデル地区
             元気度体力測定会への協力４回
◉介護支援サポーター事業
　登録者数75名/延活動回数81回
◉認知症施策総合推進事業の推進
　タブレット教室８回開催/参加者12名
　認知症サポーター養成講座
　回数14回　養成サポーター数　285名
◉初期集中支援チーム事業
　支援対象者2名　チーム員会議5回
　自宅訪問5回実施

◉おたがいさまの会…延支援時間183時間
　協力会員26名/利用会員33名
◉福祉車両の貸し出し　……延32回
◉車イス貸し出し　　………延25回

在宅福祉活動の推進

地域自殺対策強化事業

◉新規相談受付数…
　基幹包括：158件　しんいけ：217件
◉支援調整会議の開催…30回
◉就労準備支援講座の開催…3回
◉「外国人のための相談会」の開催
◉外国人のための食糧配布事業…4回
◉ひきこもり支援講座の開催…3回
◉いずみさの食糧等支援ネットワーク
　…配布件数36件（個人支援26件・活動支援10件）
◉縁起プロジェクト
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　◆ぷらっとふぉーむ通信の発行　12回
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（生活困窮者自立支援事業）

◉妊婦届の受付・母子健康手帳の交付および
　保健師による面接
　妊婦届受理数…149件
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防災イベント

◉障がい者の総合相談……
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◉相談支援事業所に対する支援…
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◉権利擁護支援センター業務
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特に盛り上がったのは、漢字の
読み方クイズ！みなさんは全部
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社協もブース
出展します！
社協もブース
出展します！

やってみよう！
つくってみよう！
あそんでみよう！

やってみよう！
つくってみよう！
あそんでみよう！

泉佐野青年会議所主催
防災イベント

～災害に備えて今できることを
　　　考えるワークショップ～

子どもと一緒に楽しめる
ゲームもあります♪

申し込みは
こちら→

申し込み先（公社）泉佐野青年会議所（tel 072-463-3947）
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申込方法
来所またはFAX、メールでお申込みください。
FAX・メールの場合はHP(https：//izumisa-
noshakyo.or.jp)より申請書をダウンロードして
ご記入の上、送付ください。
※ボッチャスクール・大会はやむを得ず、延期・中止
等変更する場合がありますのでご了承ください。

市内で活動しているボラン
ティアの交流や社協ボラン
ティアセンター登録施設を
仲介しています。活動先の
担当者も来ていますので、

分からないことを直接聞くことができます。登録施設
の依頼で作品作り等も行います。ボランティア活動に
興味のある方はぜひご参加ください。

※初めて参加される場合
はボランティアセンターま
で事前にご連絡ください。
※緊急事態宣言が発令さ
れた場合は中止いたします
ので予めご了承ください。

サロン・ド・
ボランティア

日時　令和4年7月27日(水)、8月24日(水)
時間　13：30～15：00
場所　社会福祉センター2階　大会議室

個人・団体、どなたでも
参加ＯＫのフリーマーケ

ットです♪

募集内容

日時　8月20日(土)　13：30～15：30
場所　泉佐野市社会福祉センター2階
定員　参加者10名　付き添い１０名
付き添いの方がいる場合は申込時にお知らせください
受付　８月１７日(水)まで

ボッチャ体験スクールボッチャ体験スクール
対象▶障がいのある方ない方、興味のある方
　　　どなたでも

日時　９月１1日(日)13：30～16：30
講師　大阪体育大学　教育学部
　　　　　　　准教授　曽根 裕二氏
場所　J:COM末広体育館　大体育室
受付期間　８月5日(金)～９月2日(金)

ボッチャ大会ボッチャ大会
対象▶障がいのある方ない方、興味のある方
　　　どなたでも

日時　8月5日(金)　13：30～15：30
場所　J:COM末広体育館　大体育室
講師　大阪体育大学　教育学部　准教授　曽根 裕二氏
定員　3０名(予定)
受付　７月２９日(金)まで

運営者向けスクール運営者向けスクール
対象▶地域や学校、企業、団体の催し等でボッチャを
　　　検討している・今後運営をされる方

申し込み
お問い合わせ

TEL 072-464-2259  FAX 072-462-5400
メール　sanovc@izumisanoshakyo.or.jp泉佐野市社協ボランティアセンター

日時：10月20日（木）13:00～15:30
場所：泉佐野市大西１丁目16-5
　　　　　　　シャッピーハウス館内

シャッピーハウス掘り出し市

ボッチャスクール ボッチャ大会

事業報告書および決算書の詳細は泉佐野市社
会福祉協議会のホームページに掲載している
他、社会福祉センターおよびシャッピーハウス
（ともに喫茶ルーム）で閲覧が可能です。

開催します！
&

出店者募集！

1区画長机１台分(180×45㎝)あたり運営協力金500円(先
着9区画予定)
7月15日(金)～８月15日(月)までに募集要項を確認の上、
社会福祉協議会総務グループへ申込書をFAXまたはメー
ル、来所にてご提出ください。
募集要項はＨＰ(http：//izumisanoshakyo.or.jp/)に掲載
しています。

※申込書はHPからダウンロードいただくか、社会福祉協議会へ問
い合わせください。
※メールの際は記入された申請書を添付し送信してください。
※やむを得ず中止する場合がありますので予めご了承ください。

◉相談件数254件
　申込件数…生活福祉資金12件/総合支援資金1件
　　　　　　緊急小口資金7件
◉新型コロナウイルス感染症特例相談件数2,122件
　申込件数…特例貸付緊急小口資金463件
　　　　　特例貸付総合支援資金464件
　　　　　特例貸付総合支援資金（延長）91件
　　　　　特例貸付総合支援資金（再貸付）531件

低所得世帯への支援

◉福祉センター利用状況
　大広間利用者数延2,238件/娯楽室延2,736名
　老人福祉センター（健康機器）373件
　会議室合計12,468名

社会福祉センターの管理運営

地域型包括支援センターへの支援
（基幹包括支援センター）

◉包括支援センター事務局会議の開催…年12回
◉地域型包括支援センターの支援数
            　　　　　　　…合計延2,834件

◉若年層対策事業…2回
◉相談支援事業…延べ相談件数337件

広報宣伝活動の推進

◉社協だよりの発行　……　年6回
◉ブログ、インスタグラム、
　公式YouTubeチャンネルの運営
◉社協ホームページの運営…年間閲覧数延42,251件

日常生活自立支援事業

◉契約者数…56名
　(認知症7名・知的障がい者26名
　　・精神障がい者23名)
◉活動件数…2,655件

会員組織の充実と自主財源の強化

◉各地区・社協会員会費募集状況…7,271,000円
◉協賛会員会費募集状況…300,000円

共同募金事業の推進

◉赤い羽根共同募金運動
　募金額2,651,955円
◉歳末助け合い運動
　募金額846,002円

令和3年度　泉佐野市社会福祉協議会　決算報告

会費収入
7,591,000

その他の活動による収入
1,000,000

介護保険事業収入
13,392,034

障害福祉サービス等
事業収入
8,343,435

受取利息配当金収入
1,346 その他の収入

971,375

令和 3年度
収入

¥293,700,238
経常経費
補助金収入
51,252,283

受託金収入
204,356,480

寄附金収入
5,665,520

事業収入
1,126,765

ボランティア
活動推進事業
5,855,819
地区福祉委員会
活動推進事業
39,224,545
善意銀行事業
306,717
共同募金
配分金事業
1,073,883
資金貸付事業
  9,364,686

福祉サービス利用援助事業 ¥8,471,620

社会福祉センター管理事業 
21,717,508

単位：円

基幹型包括
支援センター事業 
86,488,109
生活支援コーディネーター事業 
29,137,116

障害支援区分認定調査
8,355,271

介護支援
サポーター事業
1,510,709
地域型包括
支援センター事業
40,370,386

有償協力員派遣事業
1,540,496

法人運営事業
40,938,665

令和 3年度
支出

¥294,355,530

東京パラリンピックで注目を集めたスポーツ
「ボッチャ」のスクール・大会を開催します！

令和4年　第2回



（ 5 ）泉佐野市社協だより（ 4 ） 泉佐野市社協だより
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noshakyo.or.jp)より申請書をダウンロードして
ご記入の上、送付ください。
※ボッチャスクール・大会はやむを得ず、延期・中止
等変更する場合がありますのでご了承ください。

市内で活動しているボラン
ティアの交流や社協ボラン
ティアセンター登録施設を
仲介しています。活動先の
担当者も来ていますので、

分からないことを直接聞くことができます。登録施設
の依頼で作品作り等も行います。ボランティア活動に
興味のある方はぜひご参加ください。

※初めて参加される場合
はボランティアセンターま
で事前にご連絡ください。
※緊急事態宣言が発令さ
れた場合は中止いたします
ので予めご了承ください。

サロン・ド・
ボランティア

日時　令和4年7月27日(水)、8月24日(水)
時間　13：30～15：00
場所　社会福祉センター2階　大会議室

個人・団体、どなたでも
参加ＯＫのフリーマーケ

ットです♪

募集内容

日時　8月20日(土)　13：30～15：30
場所　泉佐野市社会福祉センター2階
定員　参加者10名　付き添い１０名
付き添いの方がいる場合は申込時にお知らせください
受付　８月１７日(水)まで

ボッチャ体験スクールボッチャ体験スクール
対象▶障がいのある方ない方、興味のある方
　　　どなたでも

日時　９月１1日(日)13：30～16：30
講師　大阪体育大学　教育学部
　　　　　　　准教授　曽根 裕二氏
場所　J:COM末広体育館　大体育室
受付期間　８月5日(金)～９月2日(金)

ボッチャ大会ボッチャ大会
対象▶障がいのある方ない方、興味のある方
　　　どなたでも

日時　8月5日(金)　13：30～15：30
場所　J:COM末広体育館　大体育室
講師　大阪体育大学　教育学部　准教授　曽根 裕二氏
定員　3０名(予定)
受付　７月２９日(金)まで

運営者向けスクール運営者向けスクール
対象▶地域や学校、企業、団体の催し等でボッチャを
　　　検討している・今後運営をされる方

申し込み
お問い合わせ

TEL 072-464-2259  FAX 072-462-5400
メール　sanovc@izumisanoshakyo.or.jp泉佐野市社協ボランティアセンター

日時：10月20日（木）13:00～15:30
場所：泉佐野市大西１丁目16-5
　　　　　　　シャッピーハウス館内

シャッピーハウス掘り出し市

ボッチャスクール ボッチャ大会

事業報告書および決算書の詳細は泉佐野市社
会福祉協議会のホームページに掲載している
他、社会福祉センターおよびシャッピーハウス
（ともに喫茶ルーム）で閲覧が可能です。

開催します！
&

出店者募集！

1区画長机１台分(180×45㎝)あたり運営協力金500円(先
着9区画予定)
7月15日(金)～８月15日(月)までに募集要項を確認の上、
社会福祉協議会総務グループへ申込書をFAXまたはメー
ル、来所にてご提出ください。
募集要項はＨＰ(http：//izumisanoshakyo.or.jp/)に掲載
しています。

※申込書はHPからダウンロードいただくか、社会福祉協議会へ問
い合わせください。
※メールの際は記入された申請書を添付し送信してください。
※やむを得ず中止する場合がありますので予めご了承ください。

◉相談件数254件
　申込件数…生活福祉資金12件/総合支援資金1件
　　　　　　緊急小口資金7件
◉新型コロナウイルス感染症特例相談件数2,122件
　申込件数…特例貸付緊急小口資金463件
　　　　　特例貸付総合支援資金464件
　　　　　特例貸付総合支援資金（延長）91件
　　　　　特例貸付総合支援資金（再貸付）531件

低所得世帯への支援

◉福祉センター利用状況
　大広間利用者数延2,238件/娯楽室延2,736名
　老人福祉センター（健康機器）373件
　会議室合計12,468名

社会福祉センターの管理運営

地域型包括支援センターへの支援
（基幹包括支援センター）

◉包括支援センター事務局会議の開催…年12回
◉地域型包括支援センターの支援数
            　　　　　　　…合計延2,834件

◉若年層対策事業…2回
◉相談支援事業…延べ相談件数337件

広報宣伝活動の推進

◉社協だよりの発行　……　年6回
◉ブログ、インスタグラム、
　公式YouTubeチャンネルの運営
◉社協ホームページの運営…年間閲覧数延42,251件

日常生活自立支援事業

◉契約者数…56名
　(認知症7名・知的障がい者26名
　　・精神障がい者23名)
◉活動件数…2,655件

会員組織の充実と自主財源の強化

◉各地区・社協会員会費募集状況…7,271,000円
◉協賛会員会費募集状況…300,000円

共同募金事業の推進

◉赤い羽根共同募金運動
　募金額2,651,955円
◉歳末助け合い運動
　募金額846,002円

令和3年度　泉佐野市社会福祉協議会　決算報告

会費収入
7,591,000

その他の活動による収入
1,000,000

介護保険事業収入
13,392,034

障害福祉サービス等
事業収入
8,343,435
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1,346 その他の収入
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204,356,480
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事業収入
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活動推進事業
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活動推進事業
39,224,545
善意銀行事業
306,717
共同募金
配分金事業
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福祉サービス利用援助事業 ¥8,471,620
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21,717,508
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基幹型包括
支援センター事業 
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生活支援コーディネーター事業 
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公的サービスで対応できないちょっとした困りごとを抱
える利用会員さんに対し、協力会員さんが「おたがい
さま」の気持ちでお手伝いする有償ボランティア活動
です。高齢の方、体の不自由な方、母子・父子家庭、
産前産後の方など、日常生活を送るうえでときどき「困っ
たなぁ、大変だなぁ」と思う時があります。そんな「少
し手を貸してもらえたらなぁ。。。」という気持ちになっ
たときに登録をしていただき、協力会員さんにお手伝い
をしてもらいます。

【日　時】　8月21日（日）　※雨天決行
　　　午前10時～午後12時
【場　所】　大木小学校　駐車場
【対　象】　市内在住の小学生と保護者
【定　員】　30組（先着順）
【参加費】　１家族500円（保険料含む）
【持ち物】　軍手・タオル
【主　催】　大土地区福祉委員会
【申　込】
　8月5日（金）までに
　泉佐野市社会福祉協議会
　072-464-2259へ

【日　時】毎月第2木曜日　
　　　　　　13：00～ 15：00
【場　所】南泉ヶ丘町会館
【対　象】南泉ヶ丘在住の方

みんなの
地域福祉活動計画

「地域福祉活動計画」は、地域における民間福祉活動の
取り組みの方向性をまとめた計画です。

住み慣れた地域でその人らしい暮らしを続けることができる地域
をめざし、既存のサービスや施策での対応が困難な生活上の困
りごとに対応できる新たな活動の開発や、多様な活動主体が支
え合い活動に参画できるように取り組みます。

「あなたは生き残れるか！～災害発生からの72 時間～」
日　時：令和 4 年 7月31日 (日 )【入場無料】
　　　　午前の部 9：00受付開始／10：00～12：00
　　　　午後の部13：00受付開始／14：00～16：00
場　所：りんくう公園第 2 駐車場
対　象：泉佐野、熊取町、田尻町在住の小学生及び
　　　　その家族
内　容：防災に関する体験・展示ブース及び特殊車両
　　　　（一部事前予約必須）

日　時：令和 4 年 8月 6日（土）10：00 ～11：30
　　　   受付：9：30 ～
対　象：泉佐野市在住の親子（3～12 歳）
講　師：特定非営利活動法人おやとこらいぶねっと
内　容：ゲームを通して非常持ち出し袋や災害備蓄品に
ついて考えるワークショップです。災害の時に役立つ道
具を見たり、また実際に作ってみましょう。

第3次計画（令和3年度～８年度）

具体的取り組み例「おたがいさまの会」

基本目標 2▶ つながり支え合う地域をつくろう

住民同士の支え合い活動の推進行動1

やっぱりええやん♪

        地域のつなが
り♪やっぱりええやん♪

        地域のつなが
り♪

第17回親子ふれあい木工交流会

いきいきサロン「おいでやす」

大土地区
佐野台地区南泉ヶ丘支部福祉委員会 ◉心配ごと相談所の開設　

　開設延日数46日/相談件数　7件
◉相談員連絡会議の開催…3回

総合相談事業

◉新池中学校区CSW活動実績…延49件

コミュニティソーシャルワーカー推進事業

◉高齢者の総合相談……
　基幹包括：延1,842件　しんいけ：延1,371件
◉介護支援専門員に対する支援……
　基幹包括：延650件　しんいけ：延422件
◉事業者向け研修会　………3回
◉介護予防マネジメント
　介護予防サービス計画作成数　1,518件
　介護予防ケアマネジメント作成数963件
◉出張講座……4回実施/延76名
　介護予防教室の開催……2回
　健康体操を用いた通いの場づくり
　……モデル実施２団体（開催支援延14回）
　……一般介護予防事業モデル地区
             元気度体力測定会への協力４回
◉介護支援サポーター事業
　登録者数75名/延活動回数81回
◉認知症施策総合推進事業の推進
　タブレット教室８回開催/参加者12名
　認知症サポーター養成講座
　回数14回　養成サポーター数　285名
◉初期集中支援チーム事業
　支援対象者2名　チーム員会議5回
　自宅訪問5回実施

◉おたがいさまの会…延支援時間183時間
　協力会員26名/利用会員33名
◉福祉車両の貸し出し　……延32回
◉車イス貸し出し　　………延25回

在宅福祉活動の推進

地域自殺対策強化事業

◉新規相談受付数…
　基幹包括：158件　しんいけ：217件
◉支援調整会議の開催…30回
◉就労準備支援講座の開催…3回
◉「外国人のための相談会」の開催
◉外国人のための食糧配布事業…4回
◉ひきこもり支援講座の開催…3回
◉いずみさの食糧等支援ネットワーク
　…配布件数36件（個人支援26件・活動支援10件）
◉縁起プロジェクト
　◆グループ活動
　（りれーしょん9回/その他の活動5回）
　◆ぷらっとふぉーむ通信の発行　12回

経済的困窮世帯への支援
（生活困窮者自立支援事業）

◉妊婦届の受付・母子健康手帳の交付および
　保健師による面接
　妊婦届受理数…149件
◉相談支援…延233件

子育て世代に対する支援
（基幹包括支援センター）

◉一般市民啓発活動…参加者196名
◉支援者養成事業…3回

高齢者世帯への支援
（基幹包括支援センター・包括支援センターしんいけ）

防災イベント

◉障がい者の総合相談……
　基幹包括：延4,782件　しんいけ：延3,219件
◉相談支援事業所に対する支援…
　基幹包括：延520件　しんいけ：延30件
◉自立支援協議会の事務局運営
◉障がい者虐待通報受理件数…41件
　　（うち「虐待あり」判断11件）
◉権利擁護支援センター業務
◉障がい支援区分認定調査業務……453件

障がい者世帯への支援
（基幹包括支援センター・包括支援センターしんいけ）

南泉ヶ丘支部福祉委員会では、毎月いきいきサロ
ン「おいでやす」を開催しています♪
みんなでお話ししたり、脳トレをしたりして楽しい時
間を過ごされています。
特に盛り上がったのは、漢字の
読み方クイズ！みなさんは全部
読めますか？（ヒントは国の名前）

自然いっぱいの中で、木材、竹などを使って作る
喜びと、親子の絆を一層深めていただくことを目
的に開催します。

社協もブース
出展します！
社協もブース
出展します！

やってみよう！
つくってみよう！
あそんでみよう！

やってみよう！
つくってみよう！
あそんでみよう！

泉佐野青年会議所主催
防災イベント

～災害に備えて今できることを
　　　考えるワークショップ～

子どもと一緒に楽しめる
ゲームもあります♪

申し込みは
こちら→

申し込み先（公社）泉佐野青年会議所（tel 072-463-3947）
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日時/令和4年8月31日（水）　午後2時～4時
場所/泉佐野市立社会福祉センター２階　大会議室

内容/①講演：宮西照夫氏
　　　　　　（和歌山大学名誉教授・
　　　　　　　NPO法人ヴィダ・リブレ理事長）
　　 ②当事者による体験談

参加費
無料

配布日時：  7月9日（土）午前10時～11時
配布場所：シャッピーハウス
                 （泉佐野市大西1丁目16-5）

相談無料 秘密厳守

こんな方におススメ

介護支援サポーター養成講座　参加者募集！いつまでも
元気にいきいきと！

講座申込・お問い合わせは
お気軽に！

緊急食料支援、
物資配布あります。

基幹包括支援センターいずみさの
TEL：０７２－４６4－2977

日　　時：令和4年7月26日(火) 13：30～15：00
場　　所：泉佐野市社会福祉センター２階大会議室
対　　象：泉佐野市在住の６５歳以上の方
（要支援・要介護認定を受けていない方、事業対象者に該当されない方）
内　　容：「介護支援サポーターの活動」
「認知症を理解して、ボランティア活動をしてみよう！」
「先輩サポーターさんの体験談」
受講された方は、希望により介護支援サポーターの登録を
して、活動することができます。

※新型コロナ感染症の状況により、講座が中止となる可能性があります。

養
成
講
座

いつまでも若 し々く暮らしたい
少しお手伝いして、地域に役立つ
活動がしたい
やりがい・生きがいをみつけたい

　新型コロナウイルス感染拡大の状況は長期化し、新型コロナウイルス特例貸付の申請受付期間の延長をはじめ、本

会の各事業への影響も継続しました。感染状況に合わせ、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が発出・施行され、

その都度予定していた会議、事業は中止・延期を余儀なくされたものもありますが、できる限り感染対策を講じて実

施できるよう工夫しました。

　基幹包括支援センターいずみさの、包括支援センターしんいけにおいて把握した生活課題・地域課題に対して、

NPO 法人泉佐野地球交流協会・一般財団法人泉佐野電力との共催による外国人への食糧支援事業、介護予防事業

の一環としてスタートした「さのトレ体操」、認知症施策推進事業においては高齢者対象のタブレット教室、生きづら

さを感じている人を対象とした「縁起プロジェクト」等新たな事業に取り組みました。

　地域活動支援については、各地区担当職員の配置により、感染症対策や代替プログラム、ICT ツールの導入の工夫

について地域の状況に合わせ情報提供や研修・連絡会を開催し、地区福祉委員会等住民主体の支えあい活動推進の

支援に取り組みました。

　ボランティアセンター事業については、ボランティアフェスティバルは公式 YouTube チャンネルにおいてボランティ

ア活動の PR 動画の配信での実施に変更、チャリティバザー及びふれあいクリスマス会は感染対策を行った上でプログ

ラムを工夫して開催しました。　　　　

　その他、具体的な各事業の報告は次のとおりです。

令和3年度　泉佐野市社会福祉協議会 事業報告

◉小地域ネットワーク活動の推進（14地区合計）
◆個別訪問活動　…対象世帯：2,236世帯
　延訪問回数39,429回/延訪問人数69,322人
◆グループ支援活動…延実施回数1,554回
　参加者内訳：対象者21,868名/関係者6,337名
◉地区福祉委員会連絡会の開催
◉子育てサロン実施地区連絡会・研修会の開催
◉小地域ネットワーク活動報告集会の開催
◉小地域を支えるボランティア講座の開催
◉学校における福祉教育への協力…３校
◉地域の暮らしを話す会…１４地区
　　　　　　　　　　　（書面開催含む）
◉地域福祉活動計画推進委員会の開催…１回

◉理事会・評議員会の開催
◉法人寄付の受付

法人運営関係

◉自主防災会組織等への活動支援・出席等
　防災関係相談支援：延45件
　訓練・会議等出席状況：延6件
◉災害に強い街づくり研修会の開催
　災害ボランティア事前登録の実施

◉オンラインサロン（子育てサロン）の開催
◉リモート健康エクササイズ

災害につよい街づくり事業の実施

◉ボランティア活動のコーディネート
◉ボランティアセンター運営委員会の開催
◉ボランティアアドバイザー連絡会の開催
◉登録ボランティアグループへの支援
　（11グループ）　連絡会の開催…1回
◉ボランティア活動説明会の開催　…1回
◉居場所と交流機会の提供
　◆シャッピーハウスの運営
　◆掘り出し市の開催
　◆シャッピーのなぞときハウスの開催
◉第42回社協チャリティバザーの開催
◉第43回社協ふれあいクリスマス会の開催
◉善意銀行の寄託・払い出し

ボランティアセンター事業の推進

地域福祉事業の推進

◉コミュニティカフェ実施主体連絡会の開催
◉生活援助サービス従事者研修の実施

生活支援体制整備事業の推進

◉地域活動でも実践できるICT講座の開催
◉インスタライブの配信

大阪府福祉基金　地域福祉振興助成金の活用

泉佐野電力の地域貢献活動として、泉佐野市
内で暮らしている外国人を対象に、地元産の
旬の野菜やお米等を無償配布させていただき
ます。

新型コロナウイルス感染で、お金や食べ物がない、借りたお
金について、在留資格はどうなるのか等、色々な不安を抱えて
いる外国人の方の相談会です。

日時：令和4年7月23日（土）
　　  午後1時から4時（予約優先）※Zoomは要予約
場所：泉佐野市立社会福祉センター（泉佐野市中庄1102番地）
通訳：英語・中国語・ポルトガル語・ネパール語・フィリピン語

問合せ先：基幹包括支援センターいずみさの
             ☎072-464-2977

問合せ先
基幹包括支援センターいずみさの
             ☎072-464-2977

共催 ： 一般財団法人　泉佐野電力
　　　  特定非営利活動法人泉佐野地球交流協会
　　　  社会福祉法人　泉佐野市社会福祉協議会
協力 ： きたなかマルシェ実行委員会

泉佐野市内に居住する
外国人に対する食料配布を

実施します！！

コロナ禍の外国人のための
無料相談会

ひきこもりからの回復～本人や家族、関わる人のために～ひきこもり講演会

住み慣れた地域で、いつまでも元気に輝きながら暮らすことができるように、自らの健康づくりを行いながら、
地域社会で活動してみませんか？講座を受講された方は、「介護支援サポーター」として、市内の介護施設等で
お話や趣味の相手、レクリエーション・行事等のお手伝いの活動を行います。この活動には１回１00ポイント
が付与されます。1年で、最大5,000ポイントの「さのぽポイント」が受けとれます。
まずは気軽に講座に参加してみませんか？

申込/8/8（月）～8/26（金）までに電
話もしくはＦＡＸでお申込みください。
定員/60名（先着順）



（ 8 ） 泉佐野市社協だより
泉佐野市

2022.7
泉佐野市社会福祉協議会
イメージキャラクター
シャッピー年6回発行（5・7・9・11・1・3月）

86

〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

ボランティアによる
体験ブース(室内)
ボランティアによる
体験ブース(室内)

福祉事業所による
販売・体験ブース(屋

外)福祉事業所による
販売・体験ブース(屋

外)

50％
40％

10％

社協会員会費の募集は町会・自治会の
ボランティアの方々に
ご協力いただいています。
社協会員会費は、寄付金控除の対象になります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

　地域のつながりが希薄化し、虐待や孤立死、格差の拡大など社
会的な課題が増加している中、社協はみなさまの協力と参加を得
て、行政では行き届きにくい分野の地域福祉活動をすすめていま
す。しかし、その財源については、行政からの補助金や寄付金・共
同募金の配分金だけでは十分な活動が行えない状況です。

令和4年7月2日（土）13：00～16：00
社会福祉センター2階  小会議室

行政書士 りんくう法務事務所

行政書士による個別・無料相談会

コロナで食事にお困りの方

☎072-429-9618

・ご自宅までお届けします
・高齢者向けの配食です
・土、日、祝日も配達しています

１食からご注文可能！初回無料試食あり

普通食４８６円（税込）、ごはん付き５４０円（税込）

まごころ弁当
泉佐野貝塚店

お気軽にご利用ください！

（受付平日10時～17時）
（泉佐野市新町1丁目4-8）

ご来所による相談は、随時受付しております。（要予約）

要予約

就労継続支援B型事業所

ほっとハート

☎072-429-9619

障がいをお持ちの方、
一緒に働いてみませんか？？
ご自宅へ
送迎可

工賃月額
約３万円

マイペース
簡単作業

見学・体験
受付中！

（株）ブレイブハート
泉佐野市長滝1255-1

善意銀行寄託 令和４年４月～令和4年５月末受付分

善意銀行は、みなさまの善意を寄託（寄付）として受け、福祉活
動の発展に寄与するべく運用することを目的としています。

人生道場

泉佐野市ディスコン協会

泉佐野市ディスコン協会

200,000円

11,802円

ディスコン用具一式

善 意 銀 行

おもちゃ修理・おもちゃ工作、手話体験、
食育体験 (フェルトのお弁当箱詰め )
こころのバリアフリーについてのお話、
もの作り体験、ピアノ演奏体験など

災害ボランティアブース
福祉事業所販売ブース
（野菜・手作り雑貨、クッキー・ケーキ・さを
り織り、胡蝶蘭、ブリザーブドフラワー作品等 )

室内ブースに来場される場合は、優先予
約（定員40名）の受付を行っています。当
日予約なしの場合、定員数を超えた際は入
場できない可能性があります。優先予約を
希望される方は7月7日(木)までにボランテ
ィアセンターへお問い合わせください。

▶当日、7時の時点で大雨・暴風警報が発令された場合は開催(オンライン開催
を含む)を中止します。▶緊急事態宣言が発令された場合は、会場での開催は中
止となり、オンライン開催のみとなります。▶やむを得ず中止となる場合は社協
公式ホームページにてお知らせいたします。

フェスティバルフェスティバル

第9回

ボランティアボランティア今年は
体験型

楽しくボランティアに
ふれてみませんか？

2022年

市立社会福祉センター市立社会福祉センター

710 10：00
 ～12：00
10：00
 ～12：00

（ボランティアグループの活動紹介や展示）

（物販、活動紹介（体験あり）や展示）

日
入場は予約優先

出入自由

※1

会場内ではオンライン配信を行いますので、
映る可能性があります。予めご了承ください。

⬅詳しくはこち
らを読み取る
か、HPからご
確認ください！

⬅詳しくはこち
らを読み取る
か、HPからご
確認ください！

スタンプを集めると素敵
な

プレゼントがあります！(
なくなり次第終了）

※1

オンラインで
ブースの様子を
配信します！

オンラインで
ブースの様子を
配信します！

泉佐野市中庄１１０２

50％は町会に還付
支部福祉委員会（町会単位）や町会が行う
地域の福祉活動に使われます。
●要援護者に対する月1回以上の見守り
　訪問活動
●閉じこもり予防や孤立防止、介護予防等
　を目的としたふれあいいきいきサロンや
　コミュニティカフェ　など

40％は地区福祉委員会に対して助成。
概ね小学校区単位の福祉活動等に使われています。
●世代間交流会（小学生と高齢者）
●高齢者交流会・子育てサロン
●研修会や講座の開催・啓発　など

10％は制度の狭間の課題解決など
社協独自の福祉事業にあてられます。
●障がい児者ふれあい交流会
●社協ふれあいクリスマス会
●福祉車両の貸出　●ボランティア活動推進　など

スタンプラリー開催！スタンプラリー開催！

※事前申し込みが必要です。

墓 石

住所：大阪府泉佐野市市場西1丁目12-1

TEL：072-462-1308
FAX：072-464-5275

URL http://www.ishitsunesekizai.co.jp
Mail  t-takeda@ishitsunesekizai.co.jp

（株）石常石材店

善意のご厚志、ありがとうございました。

問合せ
社会福祉法人
泉佐野市社会福祉協議会　ボランティアセンター　
　TEL 072-464-2259　FAX 072-462-5400

https://izumisanoshakyo.or.jp

あなたの会費（寄付）が を支えます。まちの安心まちの安心
令和4年度  社協会員会費募集にご協力をお願いします

→→ →地 域 住 民

町会・自治会

➡

泉佐野市社会福祉協議会

地域の
支えあいの
ために




